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イベント・講座・募集
報告

おめでとうございます
「市長杯第22回市民バドミントン大会」で
東住吉区代表が優勝しました

3月17日 にサンエイワーク住吉スポーツセンター
で開催された
「関西マスターズスポーツフェスティバ
ル 市長杯第22回市民
バドミントン大会」
男子の
部 に お い て 、東 住 吉 区
チームが優勝しました。
主催／大阪市長杯大会
実行委員会

報告

おつかれさまでした
「平成31年度東住吉区民卓球大会」が開催されました

4月14日 に東住吉スポーツ
センターで、
「東住吉区民卓球大
会」
が開催されました。
当日は、
4部門で試合が行われ
ました。各部門の優勝者は以下
のとおりです。
成年男子の部：吉永 光信さん
入賞者
（成年の部）
成年女子の部：濱田 あきほさん
中学生男子の部：西村 天翔さん
（東住吉中学校）
中学生女子の部：城山 めいさん
（矢田西中学校）
おめでとうございます！
主催／東住吉区 スポーツ・レクリエーション事業実行委員会

9（一財）大阪市コミュニティ協会東住吉区支部協議会 506-6115-8236

「成人の日記念のつどい」実行委員を大募集！
〜成人の日を自分たちで盛り上げてみませんか？〜

日記念のつどい」の企画
や当日の運営を担ってい
ただける新成人の方を募
集します。グループでの参加も大歓迎です。思い出に残る
成人の日になるよう、晴れの舞台を自分たちで作り上げ
ましょう！（打合せ会議は平日の夜に数回開催します）
対象／平成11
（1999）
年4月2日から平成12
（2000）
年
4月1日生まれの方
定員／10名程度
（先着順） 締切／6月28日
《前回の実行委員より一言》
「一生に一度しかない成人式に実
行委員として参加することができ、ニ度とできないとても良い
経験ができました。また自分達で考え運営し、成人式当日に友
達から楽しかったと言われた時にはすごく達成感もありまし
た。
「
」人生の節目の成人式で実行委員をやれたことに感謝して
います。
「
」とても貴重な経験ができて本当に良かったです。」

E区民企画課 5階54番
506-4399-9908 606-6629-4564

施設情報

の紹介コーナー

■アロマの香りコンサート フルートで聴くサイモン＆ガー
ファンクル
日時／6月16日 13:30〜15:00
定員／60名 費用／800円
■ことばと心を磨く 川柳教室
（全2回）
日時／6月29日、7月6日 13:30〜15:30
定員／16名 費用／1,200円
■将棋教室
（全8回）
日時／6月26日〜8月21日 毎週 （8月14日休講）
入門・基礎17:10〜19：00 初・中級19:10〜21:00
定員／各16名 費用／6,400円
■その他の講座
Ｍｒアンダーソンの英会話教室
※上記の講座は全て 申込要 先着順 定員に達し次第締切

平野区画整理記念会館

（中野2-7-16）

506-6702-0513

606-6702-0519

申込要
■歴史講座
「大化改新の実像を探る」
日時／6月22日 13：30〜15：30
場所／3階講習室
費用／500円(資料代として)
定員／80名
申込／6月8日 （先着順）
、9：15〜窓口にて受付
申込要
■第31回 カラオケ大会出場者募集！
日時／7月7日
場所／1階ホール
費用／1,000円
定員／70名(フルコーラス)
申込／6月6日 （先着順）
、9：30〜窓口にて受付
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平成30年3月23日に26件を
「都市景観資源」
に
登録しました。詳しくはHPをご覧ください。▶
なか

とみ

す

む

ち

じん

じゃ

中臣須牟地神社
所在地：住道矢田2丁目9番20号
えん

ぎ

しき ない

延喜式内の大社
で、中臣氏の祖先
であり大和王権に
仕えた一族、子孫
が在住した由緒あ
る神 社である。日
本 書 紀 などには
632年、唐からの
使者に中臣須牟地神社で作ったお酒を振るまったとの
伝承がある。
9区民企画課 5階54番

506-4399-9734

主催／東住吉区 スポーツ・レクリエーション事業実行委員会

移動図書館 6月
まちかど号巡回日
と

き

6月1日 、7月6日
14：25〜15：05

ところ
サンヴァリエ針中野６号棟前

（湯里3-2）

6月6日 、7月11日
14：25〜15：00
6月7日 、7月12日
10：25〜11：15

市営矢田部住宅中央公園
(公園南矢田1-22)

矢田東小学校東門

（住道矢田2-7）

中町会公園

6月15日
10：20〜11：20

(杭全7-14)

6月22日
11：15〜12：05

(今川6-7)

平野白鷺公園

9中央図書館自動車文庫
506-6539-3305

●各施設の記事の詳細については、直接お問合せいただくか、dをご覧ください。

（田辺2-10-18 さわやかセンター）
606-6697-8080

3月17日 に平野白鷺公園運動場で、
「第11回東住
吉区民グラウンド・ゴ
ルフ大会」
個人戦が開
催されました。競技途
中からの雨により、2
ラウンドの合計打数で
競いました。約160名
の参加者の皆さま、た
いへんおつかれさま
でした。

7higashisumi-komikyo@arion.ocn.ne.jp

東住吉区社会福祉協議会

東住吉会館

（東田辺2-11-28）
506-6699-1100

606-6115-8260

「第11回東住吉区民グラウンド・ゴルフ大会」が
開催されました

区 内 都 市 景 観 資 源

令和2年1月13日 ・

祝 に開催される
「成人の

報告

506-6622-9582

606-6622-8973

■家族介護支援事業 講演会〜生前整理について〜
無 料 申込要
日時／6月18日 14：00〜15:30
場所／早川福祉会館4階ホール（南田辺1-9-28） 定員／100名
申込／6月11日 までに電話・来所にて申込。
詳細は下記までお問合せください。
9東住吉区地域包括支援センター a06-6622-0055
無 料 申込不要
■さわやかサタデー（盆踊りを踊ろう！）
日時／6月8日 14：00〜15：00 場所／さわやかセンター
無 料 申込要
■あいサポート研修

多様な障がいの特性や必要な配慮を理解し、手助
けを行う“あいサポーター”になりませんか？
日時／6月22日 10：00〜11:30
場所／早川福祉会館 ４階ホール
申込／6月15日までに電話・来所にて申込

大阪市立長居植物園

（長居公園1-23）

506-6696-7117

606-6696-7405

■長居植物園 紫陽花ウィーク
雨が似合う花「アジサ
イ」
。おなじみの品種のほ
か、ちょっと変わった形の
花もあり、その魅力は多
彩。約30品種、約6,200
株のアジサイが咲き誇り
ます。また、
「 花菖蒲とア
ジサイ展」
も6月1日 〜9日 まで開催。期間中、雨
の日は入園料が150円になります。
日時／6月1日 〜30日
9：30〜17：00
（入園は16：30まで）
費用／入園料200円

東住吉区老人福祉センター

（東田辺2-11-28）

506-6699-3000

606-6697-6686

無 料
■血管年齢測定と楽しい話
日時／6月19日 13：30〜15：00 定員／40名
申込／6月5日 10：00〜15：00に、電話または直接センターへ
無 料
■いきいき百歳体操
日時／7月5日 〜9月24日 全24回 15：00〜15：30
定員／20名
申込／6月1日 〜15日 10：00〜15：00まで、
電話または直接センターへ

■笑いで健康に
無 料
日時／7月9日 13：00〜15：00 定員／80名
申込／6月20日 10：00〜15：00に、電話または直接センターへ
※センターご利用には
「利用証」
が必要です。
※対象は市内在住の60歳以上の方。

東住吉図書館

（東田辺2-11-28）
506-6699-7000

■蔵書点検等による休館日 6月26日 〜7月1日
無 料 申込要
■幼児期図書ボランティア募集
東住吉図書館を拠点として、区内の保育所・幼稚園等
で活動中のボランティアグループに参加し、絵本の読み
聞かせ等をしてくださる方を募集します。原則として、以
下の講座を全回ご受講ください。
（全5回）
日時／①8月9日 ②8月23日 ③8月30日
④9月3日 ⑤9月10日
いずれも10：00〜12：00
場所／①②③市立中央図書館 ④東住吉会館和室
⑤矢田教育の森保育所
定員／15名 締切／7月28日
一時保育／①②③は一時保育有（対象年齢：1歳6か月〜就学
前。先着6名まで。）事前申込要（7月28日 締切）。

広報東住吉
「なでしこ」
・区役所ホームページに広告を掲載しませんか。ただいま広告主様募集中です。詳しくは東住吉区役所ホームページをご覧ください。
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東住吉区

広告

